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昨年4月 20日 、東濃エリアで初めての資源回収拠点としてオープン

した,,■あ、や室0■奇げは、おかげさまで多くの皆様にご利用いただ
いています。2月 29日 の時点で、回収場べは延べ22,191台、1)ユー
スシヨップと研修室本め来場者は合計9195る人叫ありがとうございます。
私たち NPO市民工白会議は、不慣れな対応ながらこの1年間、一

生懸命島.乱 あ、1呂 a孔寄ザを運営してきました。しかし、思わぬ失敗
や犯l用者の皆様に不1央な思いをさせてきたこともあるかと思います。
そこで昨年11月‐、お・換秘 やヽ軍強亀奇ザの運営状況について利用者

の皆様にアンケ土卜をお願いしました。ご協力ありがとうございました。
ここに紙面で集計結果をお知らせしtご意見 コご要望に対する回答

をさせていただきます。
(実施期間 11/1宇 11/30来場者 2,212名 、回答者 537名 )
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1水曜日に来て休みの時があらた。
・休みがわかりにくし、
・月・火確自休みに固定して。
・休みを週 1回にして古

衣類を透明な袋に入れて持ち込むのが面倒。

燃えるごみを出したい。
不燃物も回収して。
電球を回収して。

・見守りだけでいい。

・5時までやって古
。終了時間を 6時にして。

みんながマナーを守って利用されると良いど思います。

市民のリサイクルや資源の分別の意識を高めてほしい。

雨の日は車を回収場近くに横付けしたい。

スイ、4/1～6/30まで

試行的に月・火曜日休みに

固定する予定です

回収できない品物 (ふとん、座布団、クウション、靴、かばん、
ぬいぐるみ、じゅうたん、‐汚れた衣類)が持ち込まれていない

かをチェックするために透明な袋に入れていただいていまする
ご理解をお願いします。
透明袋は回収場乱 用意することにしました。 (1枚 10向 )

み乱あ、中碁0■■げは資源回収専門の施設です。 |
ま■1回収場の資源を保管するスペースぃ狭くて不燃物 (電球など)

の回収までは、とてもできない状況です。       ‐

燃えるごみの回収は、週2回ある地域のステーションにお願いします。

何度も利用されている方と初めての方の区別がつきにくく、仕事
熱心なスタッフが、ついうい余計な口出しをしてしまったのですねも
「分別できますか」とひと声かけるようにします。    |

利用状況を見て市と話し合ぃの

果 3/6～6/30までは試行的に

9ん 16時で運営しています

私たちも切に願います。

7ヽイ、それも・|・ 乱あ、や工0■
の大切な仕事と考えています。

:ひ宅夢リユTスショップについては裏面今
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質の良い商品が安価 ち掘り出し物を探しに
職員からの声掛けがうれしい 。子ども服は重宝
自分の不要な服や本が活用できる

/     ありがとうございます。     ｀

'リユエスショップはこんなところです !まだの方は

と   ぜ|1度おいでください。
才

・メンズ、レディースの区別tサ ズカサ)かるように て c ヌンズ、レディースの区別はしていますが ｀

芝rズも含め、より分かりやすく工夫しますノ

・商品の入れ替えをもっとして。
慣れない商品管理によ

商品の滞留がありましブ

今後は気をつ1ナていき,

一

箕す。

・ボランティアのおばさん達の素しゃべりがすごい。 縞 りません。少人数芯

をゝしてもらう主引竣再1里生>芝
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とヽ中学生向けの環境講座月

ち NPO市民正コ会議は、 |

ごみの発生抑制、リユーヌ

主っす H(ハ ▽ ^)ノ

卜響
,ヽます心

3開催しています。

来年度もつと多くの
中資源の再使用、

資源回収量

品   目 11月 的 12月 に 1月 0 2月 lkE 4-2月 lk9

グンポール 2,260 2,820 2,83C 29,575

雑誌、雑紙 4,730 10,540 5,64C 66,415

新聞、チラシ 2,790 4,40〔 44,830

飲料用紙パック 1,670

ペットボトル 572 458 6,346

軟質 は容器包装プラ 639

硬質 ,生活雑貨プラ 630 61138

CD、  DVD 次月

飲料用アルミ岳 268 2,330

飲料用ステール缶 次月 1,085

小型家電 1,140 880 14,040

小型金物 720 41479

古着 51370 47!110

発泡Lイ とステロー歩じ 52C 4,296

バッテリー 次 月 次 月 1,293

食用廃油 1,082

インクカートリッジ 205 次 月 次 月

ペットボトルキヤップ 1105 58こ 65C 9546

生きびん 1725 239( 3040 1,8675

白びん 6350 892C 11252C 7,6549

茶びん 5160 5995 5,5760

その他びん 2340 2,8935

乾電池f体温計 1850 115965

蛍光管 1195 6830

計 21,9905 36,969C 22,4965 21,6924 258,5460

営業時間のお細らせ
み私あ、'■■■奇ギtよ、
3丹 681710～ 6丹 308(81ま で

午前9時～午後4幡
の管誉暗PBRと なる予定です。
お闇どいのないようにお避しください。
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シヨップには置けない
大きな商品で、護つて
ほしい物、謡りたい物
を紹介しています
― 詳細な25-?5,5-
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回収場利用車   2,212台
店、研修室利用者  857名

2,602台 2,222台 2,170台

1,042名  フ75名  927名
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・横装ケース       ・整I里棚      わ

。大鍋 (苫径 30 cn孝塁噴)｀
 ・石i由 ス トーブ

。わう一ポックス
ト   ・汁羅機

・座精キ        ・高桟研定パサミ
,窺響 (熊草抑え周)  ・ 卜Tス つ二

・欺飯器 (1升周)   。羽奮

β蔵庫 (1人周) れスキー様、靴
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